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新緑のまボしい季節となりました。新年度のスター トです。

今年も楽しく、ダンスの輪を広げ、踊つて行きましょう。

平成 18年度 総会開催  o、せトピアにて)

4月 12日 午後 7時 より本年度伊勢フォークダンス協会の総会が開催されまし

た。会長の挨拶の後、例年のように 17年度の事業報告、会計報告、■年度の役員改選、

事業計画案、予算案が上程され、原案通り可決されました。

平成 18年度役員
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ご挨拶

理事長 竹内 千恵子

春 らんまん、伊勢フォークダンス協会のサークル名のように、いろいろな花が咲き
そろう季節になりました。

ピカピカの新一年生のような心境です。まだまだ理事長として力不足ではあります
が、この一年間皆様のご協力を得て明るく、楽しい活動をしていきたいと思います。
私は協会の発展には、各サークルがそれぞれの地域で、さらに大きな輪を広げるこ

とが一番で、ますます活発に活動されることを願ってぃます。
健康にフォニクダンスを続けられることは、とても幸福なことです。見守ってくれ

る方々や仲間のみんなに感謝 し、楽 しく踊 りましょぅ。
よろしくお願いします。

研修部長 西村美代子

研修部長という役 目をいただきまして、以前に三年間の経験があるとい う事で少 し
安堵 しました。が、どの役目が回つてきてもやれるという自信はなく、ただ無心に協
会、会員さんの為に微力な私ですが頑張るだけです。

そして一っ一っの行事をこなせるのは、皆さんの協力 と仲間のおかげだと感謝 して
います。今年度も忙 しくなりそ うです。皆様 と楽 しく踊るために頑張 りたいと思いま
すので、一年間よろしくお願い致 します。

普及部長 田中泰子

勤めの関係で暫くご無沙汰していた協会の理事会での普及部長の大任、初めての部
であり、頭の中はパニック状態!! 他の理事さんの力強い励ましもあり、又心強い部員
の上野郁子、中村裕子お二人に支えて戴き、協会の様々な行事を会員の皆様 と共に笑
い、涙 (?)して 1年間を過ごしていきたいと思います。

今年も恒例の高柳の夜店でフォークダンスを行います。たくさんのご参加をよろ
しくお願いいたします。そのほか、これからもたくさんの行事があります。皆様のご
協力、奮ってのご参加をお願いします。なにぶん部員の二人が不慣れです。行き届か
ないところが多々あり、ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、そんな折 り
にはご助言よろしくお願い致します。

つもヽたちゥォーク当番月

よ
く藤

6月――すみれ 7月――ボピー



“さあ、発進 !"

事務局長 堀尾由紀子

去年は広報部長、今年は事務局長.仕事が全 く変わり、頭を切 り換えているところ

です。

会長・ 理事長・ 事務局長の三者会議。常任理事会。理事会。それ らの事項書作成・

印刷。各サークルヘの報告書作成・印刷・配布。二月から急に忙 しくなりました。

協会の会員さんには直接お目にかかることが少ない仕事ですが、協会の情報を各

サークルにお伝えする大切な仕事を引き受けることになりました。また、協会に関す

る事務 (ス ポーツ保険等)も、あわせてかかわつていきます。

会員の皆さんが、楽しく交流し、心を一つにダンスができるお手伝いができたらと、

思つています。

会長さん、理事長さんの協力を得て、 “さあ、発進 !"です。

会計担当 竹内勇子

本年度協会の会計を担当することになりました。 4月 の総会も終わり、18年度

の予算も決定しました。

今、協会では ドイツ舞踊団の来勢に向けて着々と準備がすすめられています。

この一年間、協会の運営やさまざまな行事がスムーズに遂行されますよう会計の立場

から協力させていただきたいと思つています。金銭の扱いには不慣れな私ですが、ど

うぞよろしくお願い致します。

文化レク部長 森本絹

目に青葉、吹く風も頬に心地良い季節、この 1年文化 レク部を担当させていただく

事になりました。文化 レク部では 3回の親睦行事を計画いたしました。まず、最初は

7月 19日 (水)に 「53周年親睦パーティー」です。御食事をして楽しく踊りたいと

思つています。会員の皆様の御参加よろしくお願いいたします。その後、秋 と早春 (

2月 か 3月 頃)に遠足を予定しています。阿波踊 り「よしこの囃子」の踊 り手のかけ

声に「一かけ二かけ三かけた四かけた踊 りはやめられぬ」 F五かけ六かけ七かけて人

つばり踊 りはやめられぬ」フォークダンスを踊る人も同じだと思います。元気に楽 し

く踊つて文化 レク部よろしくお願いいたします。

広報部長  宗林ひろ子

本年度広報部を担当させていただくことになりました。全くの素人ですが、広報部

の仕事を通 して協会と会員の皆様の橋渡 しが担えるよう努力 したいと考えています。

また、皆様に楽 しんで読んでもらえるような広報誌作 りを目指 し間宮要子さん、柴田

静子さんと共にがんば りたいと思います。皆様の楽しい声を、そして各部の便 り、行

事に参加された感想等、投稿していただくようお願いいたします。

村井和子さん、永井嘉子さん、野田冨美子さん、

長い問ありがとうございました。.



研修部

☆フォークダンス伝達講習会 6月 4日 (日 ) 伊勢 ウエルサンピア

AM1010～ PM340(受付 9:40)

普及部

☆高柳の夜店でフォークダンス 6月 11日 (日 )、 6月 26日 (月 )、 7月 3日 (月 )

PM7:00-8:15

☆二重県スポーツフェスタ  9月
☆市民芸能祭

☆ハン ドインハン ド

文化 レク部

☆53周年パーティー  7月 19日

その他

☆ ドイツ舞踊団  5月 20日 (土 )

☆クリスマスパーティー 12月

高柳 中央公園

23日 (土) サンア リーナ

(水)夫 婦岩パラダイス PM6:00～

AM10:00～ 12:00

(たんぼぼ 担当て進行中)

二重県支部関係

☆巡回 レクダンス講習会 5月 28日 (日 ) 津 芸濃体育館

☆支部サマー講習会  8月 5日 (土)～6日 (日 ) 四日市総合センター

広報部

☆「ロンド」発行日 奇数月の第二木曜日 伊勢 トピア団体室 PMl時

広報部では皆様からのお便り、ご意見ご感想等、原稿をお待ちしています。

原稿締め切りは偶数月の月末です。 広報部 宗林まで。

☆☆熊野古道から☆☆☆

見上ぐれば天然の画布山ざくら

弾の痕残る地蔵や者我の花

古道来て花の昼飩かな (中野梓 さん作品)
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